
 

 

（第２００３号） 

 

 

＜点   鐘＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

 

＜ソング＞ それでこそロータリー 

              

＜握手タイム＞ 握手タイムを再開しました 

       

＜会長挨拶＞ 新津中央 RC  諸橋 敏松会長 

先週は米山学友のみなさんと久しぶりにＺＯＯＭにて交流が持てて大変嬉しかったです。 

さてみなさん、月刊ロータリーの友を読んでいらっしゃいますか？あの中にはとても 

良いことがたくさん書いてあります。ぜひ参考にしてください。 

本日はライラ研修の最終確認です。どうぞよろしくお願いします。 

 

＜ゲ ス ト・ビジター＞ いらっしゃいませんでした。 

             

＜卓上花＞ 花 名 グラジオラス アヤメ科    

      原産地 南アフリカ         

      花言葉 用意周到 用心深い       

      生産地 茨城県土浦市    

 

 

＜幹事報告＞  

・11 月 5 日の第 2560 地区米山記念奨学学友会総会について 

・新津ロータリークラブさんよりの 11 月 27 日開催の「障害者と共に歩む地域社会を目指すシンポジウム」の案内

について 

 

＜委員会報告＞  

・遠山博文親睦委員長より 11 月 1 日のクラブ旅行についての説明と参加のお誘い 

 

＜ライラ最終確認＞  

齋藤嘉昭地区ライラ委員会委員長、小川信正ライラ実行委員長より 10 月 23 日の 

ライラ実施に向け最終打合せ及び各係担当役割の確認がなされました。 

 

＜出席報告＞ 

前回の訂正  欠席者 11 名中 3 名メーキャップ、よって 69.24％に訂正 

本日の出席  会 員 26 名中 17 出席で 65.39％ 
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テーマ 「再生・新生・共生」 

２０２２—２０２３年度クラブテーマ                   

「親睦と奉仕と DEI」 DEI（多様性、公平性、包摂性）を重視し連帯と協調で協働し地域や世界に役立ち喜ばれることを考え実践しよう！ 

                                      ２０２２年１０月第３例会 

                                               (２０２２年１０月１８日） 



二コニコボックス 

・本日は約１年振りの握手タイムでした。コロナが１日も早く終息することを願ってます。 

追伸、押味さんご無事で何よりです！お帰りなさいませ！！        諸橋 敏松会長・髙橋健朗幹事 

 

・私が会長をさせて頂いている新津縣信会主催の 11 月 4 日(金)の業績 UP で楽しく生活したい皆様の講演会のご

招待状を配布させて頂きました。宜しくお願い致します。                諸橋 敏松会長  

 

・9 日間入院しておりました。御心配をおかけしました。今日からクラブに復帰いたします。宜しくお願い致しま

す。                                        押味 弘一君 

                                                  

・会社で会議があり本日早退いたします。ライラの成功、今日の委員会のご健勝をご祈念申し上げます。 

                                            望月 治君 

・押味さんお帰りなさい。またお隣りよろしくお願いします。              五十嵐 純一君 

 

・11 月 1 日の親睦旅行、皆さんのご参加をお待ちしております。              遠山 博文君 

 

・昨日某銀行コンペでコンペでの久々の優勝ができ感謝です。               加藤 政彦君 

 

本日の合計 8,000 円 （累計 214,000 円） 

ニコニコボックスとは・・会員が受益者とならないクラブの奉仕活動資金です。 

今年度の目標金額は 一人 15,000 円で 390,000 円です。（目標達成まであと 176,000 円） 

 

財団ボックス 

・新津ロータリークラブ主催の地区補助事業 11 月 27 日(日)障害者と共に歩む地域社会を目指すシンポジウム出席

をお願い致します。                                                  諸橋 敏松会長 

                                                            

財団コインボックス 2,952 円 

本日の合計 3,952 円 （累計 248,995 円） 

財団ボックスのお金はクラブ、地区を通じて実施される、承認された人道的・教育活動を支援する為に寄付をし

ています。 

今年度の目標金額は 一人 180$で 594,360 円です。（目標達成まであと 345,365 円） 

 

米山ボックス 

・10 月は米山月間です。先週の例会で国際交流して頂いたホルさんありがとうございました。諸橋 敏松会長 

             

・先週は例会前の貴重なお時間をいただきありがとうございました。本日はのちほどチラシをお配りさせてくださ

い。10/23(日)はライラ研修、そして新潟市長選挙の投開票日です。忘れずに投票しましょう！！東村 里恵子君                                  

 

本日の合計 2,000 円（累計 284,200 円） 

米山ボックスのお金は外国人留学生に奨学金を支給・支援する為に使われ、将来日本と世界の架け橋となる人材

やロータリーの良き理解者となるよう育成します。 

今年度の目標金額は 一人 20,000 円で 520,000 円 

です。（目標達成まであと 235,800 円） 

               
新津中央ロータリークラブ会長 諸橋敏松令和４年 10 月 18 日 新津中央ロータリークラブ例会 挨拶等 

 

① 挨拶  

◦米山月間である 10 月 4 日の例会でオンラインによる国際交流が出来た。 

今年度中にもう１～２回出来たら嬉しい、次年度以降も続けて頂けるとありがたい！ 

◦ガバナー月信と月刊誌「ロータリーの友」を読んでいます。 

◦今日の例会は 10 月 23 日のライラ研修の最終打ち合わせ（卓話担当は地区のライラ齋藤嘉昭委員長） 



1）お礼 

◦米山記念奨学生 OB のカンボジアのヘマさん、ベトナムのリンさんと現在お世話させて頂いている米山記念奨学生

の中国のホルさんを含め、オンラインでの交流が出来た！オンラインはとても便利！ 

◦10 月 23 日のライラ研修の今迄の準備と対応のお礼 

・小川信正ライラ実行委員長、風間啓一郎・髙橋健朗副委員長、齋藤嘉昭 地区ライラ委員長、そしてクラブの皆

様と齋藤弘美事務局さんにお礼 

2）10 月 23 日の第 21 回ライラ研修について 

◦テーマは「地域社会が育てるリーダーの資質とは？」です！ 

◦特別講演 講師 守屋 淳氏 訳著「現代語訳 論語と算盤」を 2 回読んで私がイメージした地域社会が育てるリ

ーダーの資質とは 

 ①学びと実践により自らを磨き続ける人財！ 

 ②「論語」と「算盤」の物の見方・考え方を兼ね備えた、社会貢献出来る人財！ 

3）ボックスの依頼 

◦ニコニコボックス 

今年度の目標金額は一人 15,000 円で 390,000 円、10 月 11 日現在累計 207,000 円で目標達成まであと 183,000

円 

◦財団ボックスの今年度の目標は１人 180 ドルで約 594,360 円、10 月 11 日現在累計約 245,043 円で目標まであと約

349,317 円 

◦米山ボックスの今年度の目標は１人 20,000 円で 520,000 円、10 月 11 日現在累計 169,200 円で目標達成まであと

350,800 円 

 宜しくお願い致します！！！ 

4）今年度のクラブテーマは「親睦と奉仕と DEI」です！ 

DEI（多様性、公平性、包摂性）を重視！ 

5）「論語と算盤」学びと実践で自分を磨いて行きましょう！ 

社会貢献出来る人財、良いですね！ 宜しくお願い致します！ 

 

②私が考えているロータリークラブの「あるべき姿・なりたい状態」 

1）全会員の事業所等が繁栄している 

・親睦と奉仕活動で信頼と協調と融合の絆が生まれ、協働と奉仕の実践により全会員のお店や会社等が繁栄している 

2）奉仕出来る人財が育ち増えている 

・親睦と奉仕活動等により自然と且つ積極的に奉仕出来る人財が育ち増えている 

3）ロータリーが地域社会から必要とされている 

・個人やお店や会社等と地元を含めた地域や世界への奉仕が出来、多くの皆様から喜ばれ地域社会から認められ必要

とされている 

4) ロータリーに憧れ入会する会員が増えている 

・ロータリアンやロータリー活動に憧れ、共感する人たちが増えロータリーが活性化している 

5) ロータリー活動が広がって行く 

・認められ必要とされるロータリーとその活動が地域や世界に根付き広がって行く 

 

③私が考えている奉仕とは 

・困っている人達やお店、会社そして地域等があれば助ける！ 

・頑張っている人達やお店、会社そして地域等があれば応援する！ 

・可能性のある人達やお店、会社そして地域等があれば支援する！ 

特に「社会性」「公益性」「公共性」が有ることに対しての「奉仕！」 

それ以外でも公序良俗に反しなければ OK！ 

「お金」「知恵」「汗」を出して奉仕！ 

 


